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2019－2020年度　ライオンズクラブ
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国際協会331－B地区キャビネット組織票
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釧路キャビネット公式行事予定表 

Ｂ地区キャビネット会議
第１回キャビネット会議
　2019年７月26日㈮　 釧路プリンスホテル
第２回キャビネット会議 
　2019年10月25日㈮　釧路プリンスホテル
第３回キャビネット会議
　2020年２月７日㈮　釧路プリンスホテル
第４回キャビネット会議
　2020年４月３日㈮　釧路プリンスホテル

複合地区ガバナー協議会
第１回複合地区ガバナー協議会
　2019年８月26日㈪　京王プラザホテル札幌
第２回複合地区ガバナー協議会
　2019年11月18日㈪　京王プラザホテル札幌
第３回複合地区ガバナー協議会
　2020年３月23日㈪　 京王プラザホテル札幌

第66回331-Ｂ地区年次大会
記念ゴルフ大会・パークゴルフ（予定）
　2020年５月15日㈮
代議員会
　2020年５月16日㈯　釧路市観光国際交流センター
大会式典
　2020年５月16日㈯　釧路市観光国際交流センター
晩餐会
　2020年５月16日㈯　釧路プリンスホテル

第66回331複合地区年次大会
　2020年６月７日㈰　京王プラザホテル札幌

国際大会
第102回
　2019年７月５日㈮～７月９日㈫　ミラノ
第103回
　2020年６月26日㈮～６月30日㈫　シンガポール

レオオータムキャンプ
　2019年９月22日㈰～９月23日㈪　厚岸

第58回東洋・東南アジア（OSEAL）フォーラム
　2019年11月７日㈭～11月10日㈰　広島市

次期三役スクール
　2020年６月13日㈯　旭川

事務局員研修
　2020年６月13日㈯　旭川

2019/06/08　　次期三役スクール
2019/06/08　　事務局員研修

2019/07/26　　第１回キャビネット会議

2019/08/23　　ガバナー公式訪問（第４Ｒ） 
2019/08/29　　ガバナー公式訪問（第２Ｒ）
2019/08/30　　ガバナー公式訪問（第５Ｒ）
2019/08/26　　第１回複合地区ガバナー協議会
2019/09/13　　ガバナー公式訪問（第１Ｒ）
2019/09/24　　ガバナー公式訪問（第３Ｒ）

2019/10/25　　第２回キャビネット会議

2019/11/07　　東洋･東南アジアフォーラム
　 ～11/10　　（OSEALフォーラム・広島県）
2019/11/18　　第２回複合地区ガバナー協議会

2020/02/07　　第３回キャビネット会議

2020/03/23　　第３回複合地区ガバナー協議会

2020/04/03　　第４回キャビネット会議

2020/05/15　　第66回331-B地区年次大会
　 ～05/16

2020/06/07　　第66回331複合地区年次大会

2020/06/13　　次期三役スクール
　　　　　　　事務局員研修

2020/06/26　　第103回国際大会
　 ～06/30　　シンガポール
　　
2021/06/25　　第104回国際大会
　 ～06/29　　モントリオール　カナダケベック州
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第102回国際大会に参加して
釧路キャビネットMC・IT副委員長　L．藤井　芳和

　2019年７月５日から９日まで、第102回国際大会がイタリア・ミラノで開催。世界から約18,000名の登録、
そして日本からの登録者数は1,900名超と大勢のライオンが参加しました。
　まず、ミラノ到着の翌日６日に行われましたインターナショナル・パレードは、気温30度を超える猛
暑の中、日本チームは、統一された法被を着用し約１キロを、隊列を組みながらゆっくりと行進、沿道
に集まった買い物客や観光客に笑顔で手を振ってパレードを楽しみました。それにしても、北海道に暮
らす331－B地区のメンバーにとって、本当に暑さを感じた一日だったと思います。
　そして、翌日からは、大会会場であるミラノ・コンベンションセンターで開会式など数多くのイベン
トが開催され、９日の閉会式まで世界中の多くのライオンで賑わいを見せました。また、閉会式当日、
コンベンションセンター内で中谷地区ガバナーエレクトが、若林前地区ガバナーからガバナーエレクト
のリボンが外され、ここに新たに中谷地区ガバナーが誕生し、参加したライオンから大きな祝福を受け
てました。

パレードに参加した中谷地区
ガバナーエレクトご夫妻　　

前・新地区ガバナー

「331ｰB地区の夕べ　INミラノ」
　　　　　　　　　　　の様子

「331ｰB地区の夕べ　INミラノ」
　　　　　　　　　　　の様子

「331ｰB地区の夕べ　INミラノ」
　　　　　　　　　　　の様子

331複合　新ガバナーご夫妻
（北海道の夕べ）

331複合　北海道の夕べの様子

パレードスタート前の様子日本チーム先頭の横断幕
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各 ラ か の ッ ーク ブ ら メ セ ジ

　当クラブは1962年に創立し今年度で57周年を迎え
ました。
　今回は会員に焦点を当てるとのことで、最年長会
員のお二人を紹介させていただきます。
　まずはＬ池田正尋です。会員歴38年と長きにわた
りライオニズムに徹しておられ、アクティビティに
も進んで参加されるライオンの鏡のような人物です。
今年の北海道書道展では準大賞を受賞、また、ゴル
フ大会にも参加され、ますます元気でおられます。

　次は女性会員であるＬ田丸月香です。元気印ナン
バーワンの会員で、この８月には高知の交換学生受
入事業で中学生の女の子２名と行動を共にし、何ら
変わりなく楽しくはしゃいでいて、いつまでも少女
のようなところが魅力的な女性です。
　お二人にはいくつになられても、いつまでも元気
な姿を見せていただき、ＣＮ60年を成功に導いてほ
しいと思っております。

　遠軽ライオンズクラブは、1974年４月に26名のメ
ンバーで結成されました。現在の会員は30名で、昨
年９月に創立45周年記念式典を挙行致しました。
　当クラブで例年実施しているアクティビティとし
ては、街頭での交通安全啓発運動や、中学校での薬
物乱用防止講座を行っているほか、遠軽地方の小学
生を対象とした「遠軽ライオンズクラブ旗争奪少年
野球大会」を開催しております。また、今年で45回
目を迎える「福祉に愛の手を」をテーマとしたチャ
リティーパーティーには例年約400名の方々に参加
して頂いており、お楽しみ抽選会や現金つかみ取り
などのイベントで毎年大いに盛り上がっております。
　さて、今回のテーマである「我がクラブの元気印」
ですが、当クラブからは第１副会長　L.井上 貴史

（2012年７月入会、井上石油㈱代表取締役）を紹介
したいと思います。L.井上は遠軽・白滝・湧別の３
クラブ合同で活動しているゴルフ部会の幹事を担当
しているほか、10月に開催されるチャリティーパー
ティーの実行委員長にも就任しており、まさに八面
六臂の活躍で当クラブを牽引しております。大きな
声と朗らかな人柄で、今後とも当クラブの益々の発
展に寄与して頂けるものと期待しております。

北見ライオンズクラブ 遠軽ライオンズクラブ
会長　L.岩崎　雅人 会長　L.木島　　基
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各 ラ か の ッ ーク ブ ら メ セ ジ

　北見白樺ライオンズクラブは北見ＬＣ・北見中央
ＬＣのスポンサーにより昭和52年に結成され今年42
周年を迎えました。家族会員も含め当クラブは現在
94名で「笑顔の例会　愛ある奉仕」をスローガンに
会員一同「笑顔の例会」作りを心掛け、「愛ある奉仕」
を胸に積極的に地域への奉仕へ日々努力しています。
　継続ＡＣＴとしては、北心会フルコンタクト空手
道大会、練心会少年少女柔道大会、北見ハンディ
キャップスキー協会や北見交通安全推進協議会など
への助成金の贈呈、その他年２回の交通安全運動へ
の参加協力、年３回の献血奉仕事業などを行なって
おります。
　そして、今年は新たなＡＣＴをと考え、会員全員
一丸となって取り組む奉仕活動を目指し日々精進し
てまいります。
　今年度も新入会員３名がご入会され益々クラブに
も活気と若い力が増えています。そんな「我がクラ
ブの元気印」の新入会員をご紹介させて頂きます。

Ｌ.我妻 健児（39）
　2019年７月入会　
　㈱ロジカル 取締役

Ｌ.佐藤 祐太（31）
　2019年７月入会
　㈱佐藤建業 代表取締役

Ｌ.久保 　瞭（28）
　2019年８月入会
　㈱久保工業 代表取締役

　私たちはこれからも会員増強、地域奉仕、アクティ
ビティを先輩達にご指導頂きながら、若い力でクラ
ブと地域に根差した奉仕活動に取り組んで参りたい
と思います。

北見白樺ライオンズクラブ
会長　L.山田　愛子

　令和元年度という歴史的な年に43代目会長となっ
た鈴木です。私たちの活動する湧別町はオホーツク
海に面する旧湧別町と、湧別平野に広がる旧上湧別
町が平成の大合併最後の合併町村として誕生した人
口9,300人の一次産業の盛んな町です。したがって
会員も農業や水産加工業、畜産業、製材業等の経営
者によって構成されています。
　主な活動は３か所の老人施設への慰問訪問・少年
野球大会・小学生バレーボール大会や町道の花壇整
備をメイン事業とし、地元開催の上野カップ（女子
柔道金メダリスト上野三姉妹の名を冠した柔道大会）
への協賛やチューリップ公園球根植えボランティア、
交通安全街頭啓発などにも参加し、昨年度からは新
しい試みとして、湧別町の出前講座を活用し保健師
による糖尿病予防講座・防災講座・町長による町づ
くり講座も開催しました。
　親睦行事としては「カニ例会」「エビ例会」「カキ
例会」など近隣の遠軽・白滝・佐呂間ＬＣにも参加
をお誘いし、季節の旬の味覚を味わっています。ま
た、昨年度結成されたパークゴルフ愛好会は連日活
発に活動しており、健康維持に役立っております。
　クラブの最大の課題は早急な若返り対策です。平
均年齢は74歳、70歳以上が19人中10名となっており、
最年少でも58歳です。今年度は令和元年度の会長と
して新会員の増強に全力を挙げてまいります。

湧別ライオンズクラブ
会長　L.鈴木　敬次

老人施設慰問

糖尿病出前講座

町道花壇整備

小学生バレーボール大会主催
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各 ラ か の ッ ーク ブ ら メ セ ジ

　当クラブも来年にはクラブ結成40周年記念を迎えよ
うとしております。この40周年に渡る奉仕活動の歴史
の中で現在チャーターメンバーとして５名の会員が在
籍し、元気に活躍をしていただいております。実は私
自身もこのメンバーの一人であり、今年度においては
三度目となるクラブ会長として要請を受けこの７月より
老体にムチを打ちながら会長としてスタートさせていた
だいている次第です。
　今年度における私の会長としてのスローガンは『Ｌ
の思い足元照らす奉仕の輪』とさせていただき、常に
仲間と共に共有する中でアクティビティ活動に取り組ん
で行かなければならないと思っております。
今年度においては地区ガバナーの取組の中で大きな
基本目標の一つである会員増強への取組であり、当
クラブとしても近年会員の減少化が進む中、危機感を
感じ数年前より会員増強特別委員会を設置し会員増強
への取組を進めて来たところであります。この会員の
相互理解もあり特別委員会を立ち上げ後、３名の若
手会員を入会させることができました。今年度におい
てもこの９月には新たに２名の若手会員の増強を計る
ことができ、年度内には更に２名の入会予定者が上がっ
てきております。今後ともこれに緩めることなく会員増
強への取組を更に前進させライオニズムの高揚へとつ
なげていかなければと思っております。
　また、当クラブとして今年度下記の写真掲載も含め
各事業委員会として取り組む予算額を約４５万円を計
上する中で、具体的な知恵を出し地域の中で効率的
なアクティビティ活動への取組を進めていくものと思っ
ております。
　また、クラブ運営における例会への取組においては
会員委員会及びレクリェーション委員会などの企画の
中で夜間例会を飲食例会に変えたり、そのつど変化
を持たせながら進めております。その他ＣＮ記念例会

（10月）クリスマス家族会（12月）新年交礼会（１月）
親睦移動例会（随時）新旧役員交替会（６月）などＬ
Ｌや子供達も参加する中で会員親睦を兼ねて随時継
続例会として取り組んでまいります。
　以上活動の一端を報告させていただきましたが私は
例会において常に『出席なくして奉仕なし』との思い
の中で会員各位が参加することへの必要性を呼び掛
けているところであります。今後ともこの仲間と共にこ
の地域の中で足元照らす思いを失うことなく地域にラ
イオニズムへの取組を進めていくことを重ねて申し上
げ現状報告とさせていただきます。
地域と共にウイ・サーブを!!

「我がクラブの元気印」
○氏　　名　佐藤　正志（さとう　まさし）
○生年月日　1927年（Ｓ２）年９月８日生まれ（92歳）
○入　　会　1992（Ｈ４）年1月
○勤 務 先　無職
○役 職　なし
　　　　　　（現　るべしべライオンズクラブ　監査）

　るべしべライオンズクラブは、1980年４月に結成
し、今期で記念すべき40周年の節目の年を迎えます。
　さて、我がクラブ一番の元気印は最高齢の92歳、
現役バリバリで活躍している佐藤正志ライオンです。
　1992年（平成４年）に入会し、これまでクラブの
様々な奉仕活動にも休むことなく献身的に参加し、
クラブ内にあっては会員相互の融和に努め、クラブ
会長をはじめ各役職などを歴任し、創立20周年記念
大会ではクラブ会長としてその重責を果されました。
　現在90歳を超える年齢ですが、例会には欠席する
ことなく毎年皆勤賞を受賞するなど、元気いっぱい
クラブの行事に取り組んでいます。
　佐藤ライオンは、温厚・誠実な人柄で、信念が固
く妥協しない面もありますが、会員からは厚い信頼
を受け、当クラブ運営の要として熱意をもって重責
を果たしていただいています。
　また、アクテビィティ事業についても積極的に参
加し、特に、当クラブで造成整備した交通公園「や
すらぎゾーン」の草刈りや、樹木剪定などの環境整
備についても、長年の知識と経験を活かして樹木の
管理指導など、リーダーとして尽力されています。
　これからも、元気でより充実した奉仕活動に努め
ていただきたいと思います。

紋別オホーツクライオンズクラブるべしべライオンズクラブ
会長　L.伊藤　　智PR情報委員長　L.黒瀬　隆夫

交通公園「やすらぎゾーン」と
佐藤ライオン
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各 ラ か の ッ ーク ブ ら メ セ ジ

◆新入会員について
　矢木　優（やぎ　まさる）
　2019/07/01入会
　昭和30年9月29日生まれ
　63歳
　株式会社　矢木組　代表取締役
　縁ですね、お父さん、お兄さんが過去にライオン
ズ歴があります。地域で色々な役職で活躍していま
す。特に大雪山トレイルジャーニー大会では実行委
員長を引き受け地元の野山を80キロ以上走る競技を
成功させています。
　今後のクラブでの活躍を期待しています。
◆支部クラブについて
　ルピナス支部の皆さんが年次大会、チャリティー
パーティー、地元お祭り等で自分たちが手芸で作っ
た物で、ヘヤードネーション、小児がん基金、等の
資金獲得事業を実施しています。
女性の力ってすごいです。
◆継続的なLCIF活動
　キャビネットを経験しそれ以降全員献金を継続し
ています。普段から小さな献金を集めて毎年７月に
会長が1000ドル献金、正会員が100ドル献金、家族
会員・支部会員が20ドル献金、を実施しています。
普段から例会等で献金資金を少しづつ集めて、それ
を元にして継続的にLCIF献金を実施してます。
◆チャリティ・パーティーによる青少年支援
　チャターナイト以降20年以上続けています。近郊
のブラザークラブの応援もいただき、地元の青少年
育成資金として累積200万円以上の支援をしています。
継続は力です。

白滝ライオンズクラブ
会長　L.田中　金蔵

　いつの間にか、その人の周りにはみんなが集まっ
ている！
　また、人の輪の中心には常にその人がいる！
　みなさんのクラブにもそんな人はいませんか？
　当クラブでは、まさに彼がそのような存在です。
　昨年度まで佐呂間町商工会青年部長を務め、元気
で個性豊かな青年部員たちを、持ち前のリーダーシッ
プをもって上手にまとめ上げてきました。
　そんな青年部長時代には、自ら先頭に立って行動
し、周りを引っ張っていましたが、部長職を譲って
からは、自ら一歩引き、大所高所に立ちながら「目
配り・気配り・心配り」に徹し、後輩達の活躍に目
を細めている姿をよく見かけます。
　そんな彼ですから、先輩達にも大変可愛がられて
おり、昼夜を問わずに多くのお誘いがあるようです
が、今年の五月に式を挙げたばかりの新婚さんでも
あります。
　私もその先輩の一人として、特に夜のお誘いはな
るべく遠慮した方が良いのかな？と思っております
が、彼の人望や人を惹きつける魅力がそれを許さず、
我々の活動にはいつも彼の笑顔があります。
　そんな公私ともに充実している彼ですが、これか
らの佐呂間町を担っていくべき人物であることは間
違いありませんし、本人もそれを十分自覚している
と思います。
　今後のますますの活躍を大いに期待しております。
ビバ！　L.中田！

会 員 氏 名：中田　慎司
　　　　　　（なかた　しんじ）
入会年月日：2016年３月
職 業：中田塗装店　代表

佐呂間ライオンズクラブ
会長　L.関東　正浩

ルピナス支部の活動 青少年団体に資金支援

矢木優新入会員に入会キットを渡す田中金蔵会長へMJFの楯贈呈


